
衛生作業員： 
コロナ禍の最前線で 

人知れず働く 

エッセンシャルワーカー 

 

命と健康を危険にさらしながら 

社会に必要不可欠な公共サービスを 

提供するために働く衛生作業員たち 
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声なき労働者 

 

排せつ物を手作業で取り除くトイ

レ清掃人のカムレッシュ・ターンクさ

ん（55歳）（インド、ガーズィヤー

バード、ロニ、2021年8月） 

 

衛生作業員の現状 

現在、衛生作業員のほとんどは法的支援も保護もな

く軽んじられています。衛生作業という仕事のせい

で周りから避けられている人も大勢います。新型コ

ロナウイルス感染症のパンデミックは衛生作業員の

暮らしを直撃し、労働時間が延びたり無補償でリス

クばかり増えた人もいれば、収入がすっかり途絶え

てしまった人もいます。 

衛生作業員として働く人たちは元々ほとんどが非正

規で、教育を受ける機会も乏しく、自分たちの権利

についての知識も限られているため、多くの人が搾

取されやすい状態にあります。まだカースト制度が

残っている国では構造的差別のために社会の流動性

が極めて低く、他の仕事に移れる機会はごく稀にし

かありません。 

仕事がほとんど文書化されていないため、これほど

大きな問題でもあっさり蓋をされ、見過ごされてし

まっています。各国政府に必要なのは、データ収集

を支援し、精度の高いエビデンスにもとづいて措置

を講じられるようにすることです。労働環境を改善

し、労働法を施行して、衛生作業員が実態どおり

エッセンシャルワーカーとして認知されるようにす

る必要があります。 

コミュニティが大きくなると、コミュニティ内のト

イレを監視できる体制を整え、排せつ物を安全にく

み取って処理できる適切なトイレが作られているか

どうかを確認することが重要になります。コミュニ

ティ外でも同様に、下水道を安全に維持し、ポンプ

施設や処理施設が安全に運営されるように、下水シ

ステムを設計・管理する必要があります。 

排せつは生活のなかでごく当たり前のことであるに

もかかわらず、多くの社会ではいまだに大きなタ

ブーとされており、そのために衛生作業員を取り巻

く問題への取り組みがいっそう難しくなっていま

す。衛生インフラを適切に設置・使用するために

は、トイレや排せつ物の処理について語ることが不

可欠です。ただし、インフラはこのプロセス全体の

ごく一部に過ぎません。 

衛生作業員がいなければ、衛生システムは機能停止

し、公衆衛生は壊滅的な状況に陥ってしまいます。 

 

新型コロナウイルス感染症のパンデミックで、社会に必

要不可欠なサービスに注目が集まりました。エッセン

シャルワーカーは重要な仕事をしている、「コロナと戦

う職業」として脚光を浴び、賞賛されました。けれど

も、ある重要な仕事をしている人たち――衛生作業員は

往々にして見過ごされがちです。 

何百万人という人たちが外出禁止令や全国的なロック

ダウンで家にこもるなか、衛生作業員の多くは自分の

健康を危険にさらしながら、社会に不可欠なサービス

を提供するために毎日仕事に行かなくてはなりません

でした。なかには病院や隔離センターで働く人、安全

な水・衛生設備へのアクセスが乏しいコミュニティの

只中で働く人など、パンデミックの最前線に立つ人た

ちもいます。雇用主から特別な訓練や支援を受けられ

ることはほとんどなく、個人防護具（PPE）はたいて

い数が足りないか用途が合っていないかです。新型コ

ロナのパンデミックによって、危険の多い職場環境、

収入の低さ、サポートの欠如といった、衛生作業員の

脆弱性があらためて浮き彫りになり、それがさらに悪

化しました。社会になくてはならないサービスを提供

しているというのに、大きな危険を伴う仕事であるこ

とから、あまりにも多くの衛生作業員が疎んじられ、

遠ざけられています。 

 

これは公衆衛生だけの問題ではなく、経済の健全性の

問題でもあります。国がパンデミックなどの健康危機

から回復するには、健康で強靭な労働力が必要です。

衛生作業員への投資は、経済成長への投資でもあるの

です。ウォーターエイドの調査によると、安全に管理

された衛生設備をすべての人が利用できれば、2021年

から2040年の間に年間860億米ドルの純利益が生まれ

ることがわかっています1。 

国連の持続可能な開発目標（SDGs）で目標6に「2030

年までに安全な水とトイレを世界中に」と掲げられて

いるように、ウォーターエイドは適切なトイレのユニ

バーサルアクセスが不可欠だと考えています。しかし

そのためには、衛生システムを支える作業員の権利を

守れるように対策を講じることが、どうしても必要で

す。これはすなわち、2030年までに経済成長とディー

セントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）をす

べての人のために推進するという、SDGsの目標8を実

現することでもあります。 

ウォーターエイドは衛生作業員――コロナ禍の最前線

で人知れず働くエッセンシャルワーカーに対する保

護、尊重、支援、投資を、各国政府や現地当局、雇用

主、そして一般社会にも呼びかけています。 

 

衛生作業員は排せつ物を扱い、きれいに取り除いて安

全に処分するのが仕事です。下水処理施設を運営した

り、下水管を清掃したり、トイレのピットや腐敗槽の

くみ取りをおこなって汚泥を運んでいるのもこの人た

ちです。国によっては“マニュアルスカベンジャー”と

呼ばれ、原始的な道具や素手で排せつ物のくみ取りを

している人たちもいます。また、衛生作業員は廃棄物

作業員のことも指し、これにはゴミ収集者、清掃人、

埋め立て作業者など、住宅、学校、会社、医療施設で

働く人たちがいます。 

世界中の衛生作業員は、私たち全員をさまざまな感染

症から守ってくれています。水・衛生サービスは公衆

衛生の維持に不可欠であり、パンデミックを乗り越え

るためにもなくてはならないものです。もし衛生作業

員がいなかったら、こうしたサービスは崩壊してしま

います。 

 

排せつ物のくみ取り作業をする

ジュリアス・チセンゴさん（53

歳）（タンザニア、ダルエスサ

ラーム、キガンボニ、2019年6月） 
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重要な調査結果2
 高い感染リスクに 

さらされる衛生作業員 

ネパールとパキスタンで、パ

ンデミック中に困窮者向けの

社会保障の支援を受けられた

人は、回答者の半数しかいま

せんした3。 

新型コロナウイルス感染症のパンデ

ミック開始当初に、ウォーターエイ

ドが衛生作業員の安全と健康に関す

る調査を南アジアで実施したとこ

ろ、衛生作業員の多くが自分は感染

リスクが高いと感じていることがわ

かりました。バングラデシュではイ

ンタビューを受けた作業員の10人

中8人が仕事のせいでウイルスに感

染しやすいのではないかという不安

を抱えており、3分の2は自分の仕

事が原因で家族の感染リスクが高く

なると考えていました10。 

新型コロナのような感染症の拡大

防止には、手洗いが重要な対策の

ひとつであるにもかかわらず、イ

ンドとバングラデシュではインタ

ビューを受けた人の約40％が、仕

事場のどこにも手を洗えるところ

がありませんでした11。 

また、パンデミックの開始当時、

世界で10人中3人は家庭に水と石

けんで手を洗える設備がない状況

でした12。 

新型コロナが拡大するなか、マス

クや手袋の使用が世界各国で推奨

されていましたが、衛生作業員の

多くはPPEの支給をまったく受け

られず、自分で購入するか、同じ

ものを何度も使い回すしかありま

せんでした。 

ウォーターエイドがインドで調査

したところ、インタビューを受け

た病院勤務の衛生作業員のうち、

安全に仕事をするために必要な防

護服一式を持っている人はひとり

もいないことがわかりました13。 

インタビューに応えた

インドの衛生作業員の

うち23％が、パンデ

ミック中は1日2～6時

間の超過労働を余儀な

くされていました4。 

バングラデシュでは質問

を受けた衛生作業員の3

分の1が、ロックダウン

中に仕事を休むと職を失

うかもしれないという不

安を抱えていました5。 

バングラデシュでインタビューに

応えた衛生作業員のほぼ半数

（48％）は、パンデミック中に

収入が減少しました6。 

ネパールでは、インタビューを受

けた衛生作業員のうち、3分の1が

雇用主からPPEを支給されていま

せんでした14。一方、バングラデ

シュではPPEが不足しており、手

袋を使用後に新しいものと取り替

えていた人が回答者の19％しかい

ませんでした15。 

支給されたPPEが用途にそぐわな

いケースもありました。ウォー

ターエイドがブルキナファソで実

施した調査によると、インタ

ビューに応えた作業員の80％が、

支給されたPPEは適切なものでは

なく、手袋や長靴が滑りやすかっ

たりしたため、事故が起こる可能

性が高い16と考えていました。 

排せつ物をすくってバケツに入れる

ピット式トイレ・腐敗槽くみ取り作業員

のイリヤス・アッバスさん（50歳）（ナ

イジェリア、カノ州、2021年9月） 

インドではインタ

ビューに応じた衛生

作業員の40％、バ

ングラデシュでは

39％が、仕事場に

手洗い設備がありま

せんでした9。 

ブルキナファソでは、イ

ンタビューを受けた衛生

作業員の80％が、支給

されたPPEは適切なもの

ではなく、事故が起きる

可能性が高いと考えてい

ました8。 

ネパールでインタビュー

に応えた衛生作業員の3

分の1は、雇用主から個

人防護具（PPE）をいっ

さい支給されていません

でした7。 
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厳しい生活 職業的な差別と偏見 
トイレのくみ取り人・排せつ物の運

搬人のジュリアス・チセンゴさん（53

歳）（タンザニア、ダルエスサラーム、

キガンボニ、2021年3月） 

コロナ禍の最前線で働くリスクや

ウイルスに接触する怖さはあった

ものの、衛生作業員が何より不安

に感じていたのが、パンデミック

による経済的打撃、そして家族を

養っていけるかどうかでした。衛

生作業員には低賃金の非正規で働

く“日雇い労働者”が多く、収入が

不安定なため、パンデミックなど

で経済が打撃を受けると、途端に

大きな影響を被ってしまいます。 

バングラデシュの排せつ物管理

ネットワークが実施した調査によ

ると、インタビューに応えた衛生

作業員の48％が、パンデミック中

に収入が減少したとのことです
17。 

ウォーターエイドがナイジェリア

でインタビューした衛生作業員の

なかには、新型コロナのパンデ

ミック第1波の最中は仕事に行け

ず、家族を食べさせるために借金 

しなくてはならなかったという人

もいました。他にも全国的なロッ

クダウンで生活が立ち行かなく

なった人が大勢います。南アジア

でウォーターエイドが実施した調

査では、回答者の約半数が、家族

を養うのが難しくなったと答えて

います。さらに差別を受けたケー

スもあり、ネパールでは感染を恐

れた大家から住まいを立ち退くよ

う命じられた人たちまでいまし

た。 

インドのような、非正規労働者全

体に占める女性の衛生作業員の割

合が高い国では、こうした影響も

女性に偏って表れています。子供

を預けられるところが見つからな

かったり、仕事場で子供の面倒が

見られなかったりした女性が大勢

いたほか、公衆トイレが閉鎖され

ていたため、月経中は大変だった

と話す清掃員たちもいました。 

ウォーターエイドの調査の結果、

インドではインタビューに応えた

衛生作業員のうち23％が、パンデ

ミック中は働く時間が長くなり、

1日2～6時間の超過労働をせざる

をえなかったことがわかりまし

た。病院勤務の衛生作業員のなか

には、超過労働を頼まれて、最大

30時間も追加の賃金なしで働いた

人までいました18。しかも、健康

保険に入っていなかったり、健康

診断を受けられなかったり、洗浄

設備がない、コロナのワクチンや

テストが受けられないといった人

も大勢いました。 

正規雇用の衛生作業員もいるには

いますが、雇用契約が文書化され

ておらず、法的な保護や資金援

助、被雇用者の権利がない場合も

多々あります。衛生作業員の多く

はパンデミック中、仕事を失うか

もしれない不安から、体調が悪く

ても仕事に行かなければいけない

と思っていました。バングラデ

シュではインタビューに応えた作

業員の3分の2以上が、パンデミッ

ク中でも仕事を休むと解雇される

のではないかと心配だったと言っ

ています。一方、ネパールとパキ

スタンでは、パンデミックの第1

波の間に社会保障の支援を受けら

れた人は、回答者の半数しかいま

せんでした19。 

パンデミックでなくても衛生作業

は危険な仕事であり、世界には差

別や偏見の対象となっている地域

も多くあります。インドにはマ

ニュアルスカベンジングという慣

習があり、トイレや覆いのない下

水溝から排せつ物を素手や原始的

な道具で取り除くという仕事が、

主に最も社会から疎外された

人々、特にダリットと呼ばれる非

常に抑圧されたカーストの女性た

ちによっておこなわれています。 

定着している社会体制と社会構造

のために、機会を与えられていな

い多くの人たちは、こうした仕事

から離れることができません。

ウォーターエイドがインドで話を

聞いた若い衛生作業員のひとり

は、デリー大学で社会科学の学位

を取得したにもかかわらず、社会

的な差別と偏見のために、他の仕

事を続けることができませんでし

た。衛生作業員の仕事――何世代

にもわたって家族がやってきた仕

事――をするしかなかったので

す。 

この若者のように、社会的な差別

や偏見のせいで他の仕事に就くこ

とを制限され、生計を立てるため

に衛生作業を続けている人は大勢

います。インドではマニュアルス

カベンジングを禁止する法律がで

きましたが、水面下でこの仕事を

続けている人は無数に存在しま

す。こうした人たちは、雇用主や

政府から把握されていないため、

他の業種に移るための金銭的な支

援を受けることもできず、正規の

被雇用者が利用できる法的保護や

医療サービスを受ける資格もあり

ません。 

新型コロナのパンデミックでは、

衛生作業員がコミュニティで果た

している重要な役割が明らかにな

り、対策の必要性が浮き彫りにな

りました。衛生作業員がしかるべ

き尊厳と評価を手にし、自分たち

の権利を実現して安全に仕事がで

きるように、各国政府、現地当

局、雇用主、そして社会全体が敬

意をもって衛生作業員を支援して

いくことが重要です。 

衛生設備、ディーセントワーク、2030アジェンダ 

国連SDGsの目標6は、2030年まで

に安全な水とトイレを世界中に普及

させることです。 

SDGsの目標8は、2030年までに経

済成長とディーセントワーク（働き

がいのある人間らしい仕事）をすべ

ての人のために推進することです。 

最新のデータによると、現在、世界

では17億人が基本的な衛生設備（適

切で衛生的な家庭のトイレ）を利用

できず、4億9,400万人（16人に1

人）はトイレがないため野外で排せ

つする以外に選択肢がない状況で

す。近年、世界全体では改善が見ら

れ、2015～2020年の間に野外排せ

つをしている人口は3分の2に減少し

ました20。 

しかし、2030年までに基本的な衛

生設備のユニバーサルアクセスを実

現するには、現在の2倍のペースで

改善を進めなくてはなりません。さ

らに、SDGs目標6を実現するには、

ペースを4倍に上げる必要がありま

す。目標6では、安全に管理された

衛生設備を世界中に普及させると 

誓っており、これは適切で衛生的な

トイレを各家庭に設置し、排せつ物

を安全に処理・処分するということ

です。 

そのためには、ピットのくみ取り、

下水道の維持、処理施設の運営に従

事する衛生作業員の人数を増やし、

保護を強化する必要があります。

SDGs目標6の進捗にはSDGs目標8の

進捗が必要であり、こうしたサービ

スを維持する人たちのために尊厳あ

る労働環境の整備が必要です。誰か

の人権が他の人の犠牲の上に成り立

つようなことは、あってはならない

のです。 

2020年、オンサイト衛生システムの

利用者数が、世界で初めて下水道の

利用者数を上回りました。オンサイ

ト衛生システムは排せつ物や汚水を

ピットや腐敗槽でためたり処理した

りするもので、人口の3分の2が基本

的な衛生サービスすら利用できない

農村地帯では最も普及している方式

です。都市部では、オンサイト衛生

設備利用者の2倍の人口が下水道を

利用しています。 市場を清掃する道路清掃人のヴィ

シャル・ジーンワルさん（26歳）

（インド、ガーズィヤーバード、ロ

ニ、2021年9月） 
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正当な評価 

衛生作業員の重要性と衛生作業員が直面する危険

を正当に評価すること。パンデミック中だけでな

く平常時でも、衛生作業員をエッセンシャルワー

カーとして認知すること。 

政策や規制改革、人権メカニズムなど、政治のア

ジェンダで衛生作業員の権利が優先的に取り上げ

られるようにすること。 

衛生作業員とその所属コミュニティを社会から疎

外している根深い不平等や差別に挑み、取り組み

をおこなって、これらの不平等や差別をなくすこ

と。 

調査の奨励 

衛生作業員の人数や特性、衛生作業員が抱える問

題や安全性向上のために必要な介入、労働条件、

認知とエンパワーメント、優先的な取り組みを強

化する方法、衛生作業員の権利を守るための対策

と支援など、不足している知識を早急に獲得する

ため、研究機関にインセンティブを提供して衛生

作業員組織との協力を奨励すること。 

ウォーターエイドの提言 

安全の確保 

衛生サービスを安全に提供するための法律、ポリ

シー、ガイドライン、調査、技術を開発・実施す

ること。 

気候風土に合った個人防護具（PPE）を定期的に

支給すること。 

定期的な職業訓練を実施すること。 

衛生サービスの機械化・正規化を推進すること。 

労働条件の改善 

すべての衛生作業員（非正規労働者を含む）が健

康保険と社会保障を利用できるようにすること。 

技能にもとづいて適正かつ安定的な賃金を支払う

こと。 

衛生作業員が新型コロナウイルス感染症の影響に

対処できるように、金銭的支援を提供すること。 

仕事場とコミュニティの両方で、衛生作業員が

水・衛生の設備を利用できるようにすること。 

エンパワーメントの支援 

適切な訓練、他の職業に就くための支援、物事を

計画的に進めるためのインセンティブを提供する

こと。 

現地当局との話し合いや関連プロセス（都市開発

など）に、衛生作業員の代表者を参加させるこ

と。 

衛生作業員の子供たちが自分の職業を選択できる

ように、教育機会を確保できる制度を確立するこ

と。 

 

安全に管理された衛生設備 

 

基本的な衛生設備 

 

限定的な衛生設備 

 

改善されていない衛生設備 

 

野外排せつ 

 

ウォーターエイドの提言 
くみ取った排せつ物をトラックの荷台

のドラム缶に移す衛生作業員のアミヌ・

ウサイニさん（ナイジェリア、カノ州、

2021年9月） 

衛生作業員が提供しているのは不可欠なサービスです。衛生設備は公衆衛生に欠かせないものだからです。衛生

作業員が無視されたり、軽んじられたり、差別や偏見を受けたりするようなことは、絶対にあってはなりませ

ん。衛生作業員が保護され、尊重され、支援や投資を受けられるようにするため、ウォーターエイドは各国政府

や現地当局、国際組織、雇用主、そして一般社会にも呼びかけをおこなっています。 
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各国レポート 

コナ・ナグモニ・ラタさん（32歳）：道路清掃人 

32歳のコナ・ナグモニ・ラタさんは、ゴミ拾いや公衆ト

イレの掃除をする清掃人として働いています。夫と3人

の娘と暮らす地域は人口密度が高く、ほとんどの人が他

の家族と共有のトイレを使っています。 

コナさんは日常的に排せつ物や有毒ガスに直接触れてい

ますが、十分な防護具は着けていません。新型コロナの

パンデミック中は仕事量が増えたものの、その分の賃金

は支払ってもらえず、感染リスクも心配です。 

「前よりもゴミが多くなったので、仕事も増えました。

近ごろは、しょっちゅうあちこちに枕や毛布がたくさん

捨てられているんです。私が掃除をするのですが、その

枕や毛布がどこから来るのか不思議でなりません。コロ

ナ患者のベッドで使っていたものなのでしょうか？私に

も感染するのでしょうか？」 

ウイルスが広がるのを防ぐには手洗いと対人距離を保つ

ことが重要であることは知っていますが、コナさんは

「いつでも手を洗えるとは限りません」と言います。 

「場合によっては、仕事で排せつ物に触れてしまって

も、布で拭きとるしかないということもあります。私が

働いている場所には手洗い設備がないので、事務所に

帰って手を洗うまで我慢しないといけないんです。それ

に、人との距離を確保するのは不可能です。常に私の周

りを人がたくさん歩いていますから。マスクをしている

人もいれば、していない人もいます」 

危険はコロナの感染リスクだけではありません。コナさ

んが扱うゴミには、壊れたガラスや排せつ物など、さま

ざまなものがあります。そうした危険がある仕事でも、

コナさんは受け入れるしかないと思っています。 

「みんなは私たちのことを最前線の労働者だと言います

が、どういう意味だか私にはわかりません。ボーナスも

もらっていません。他の仕事だと、コロナ禍の最中に働

いた人は余計にお金をもらえたそうですが、私たちには

何もありません」と言うコナさん。「重労働だし、仕事

中に何かあっても何の補償もないんです」 

コナさんはコロナワクチンの2回接種を完了し、少しは

安全になったと感じているものの、まだ問題がなくなっ

たわけではありません。「いちばんの問題は、社会の人

たちです」とコナさんは言います。「路上で仕事をして

いると、私にひどい態度をとる人がたくさんいるんで

す。自分が助けようとしている人たちから心無い言葉を

聞くのは辛いものです。自分がゴミになったような気が

してしまいます」 

バングラデシュは人口密度の高い国で、人口の22％が

衛生的でないトイレに頼っており、23％が共用のトイ

レを利用しています23。今回のパンデミックは、人々

の生活に壊滅的な影響を及ぼしました。衛生作業員は

収入が落ち込み、仕事を続けている人は自分自身や家

族を危険にさらさなくてはなりません。 

道路でゴミ掃除をするコナ・ナグモニ・

ラタさん（34歳）（バングラデシュ、ダッカ

県、ダッカ市、2021年9月） 

ウォーターエイドの調査では、インタビューを受けた

衛生作業員の35％が、パンデミック中でも働き続けな

ければ仕事を失うという不安を抱えていたことがわか

りました24。また、インタビューに応えた人の3分の2

（66％）は、ロックダウン中に収入が途絶えたこと

と、食料品の値上がりや防護具・衛生製品の追加出費

が相まって、毎日の生活を支えるのが難しいと答えま

した25。一方、廃棄物作業員で収入が減少したと答え

た人は半分弱（48％）でした26。 

衛生作業にまつわる差別や偏見はまん延しており、こ

の仕事は”最下位のカースト”とみなされている人たち

や宗教的少数派の人たちに割り当てられています。 

衛生作業員たちは新型コロナのパンデミック中、犠牲

を払いながら懸命に働いていたにもかかわらず、賞賛

されるどころか、感染拡大を恐れる近所の人たちに、

仕事から家に帰ってこないように圧力をかけられたと

のことです。 

作業員たち自身も、自分が他の人に感染させてしまう

のではないかと心配していたと言い、インタビューを

受けた作業員の3分の2は、自分の仕事のせいで家族の

感染リスクが高くなるのが心配だったと答えています
27。 

特に病院勤務の作業員は、難しかったこととして、人

との距離を保つこと、コロナ患者との接触、リスクの

高い廃棄物の処理、安全用品の不足を挙げており、さ

らに詳細な調査によると、衛生作業員の39％は仕事場

で手洗い設備を利用できないことがわかりました28。 
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人口：164,689,392人
21  

衛生設備の状況：22 

38.7％ – 安全に管理されたサービス  

15.5％ – 基本的な衛生設備 

23.8％ – 限定的なサービス  

22.0％ – 改善されていない衛生設備 

0％ – 野外排せつ 

バングラデシュ 
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トイレ設置職

人・くみ取り人の

ジャック・カンボー

さん（39歳）（ブ

ルキナファソ、ムソ

ドゥグー、2020年

12月 

人口：20,903,278人29 

衛生設備の状況：30 

21.7％ – 基本的な衛生設備 

32.3％ – 限定的なサービス  

6.1％ – 改善されていない衛生設備 

39.9％ – 野外排せつ 

ブルキナファソは過去20年間で水・衛生の状況が大き

く改善したものの、まだ4人中3人は自宅に適切で衛生

的なトイレがありません。現在のシステムを維持して

いる衛生作業員たちは、たいてい健康を危険にさらし

ながら仕事をしています。 

新型コロナの影響で、衛生作業員たちが置かれている

状況は悪化しました。ウォーターエイドがバンフォラ

市を対象として最近実施した国レベルの調査では、手

作業でピットや腐敗槽のくみ取りをおこなっている作

業員は、排せつ物に直接触れるというのに、バケツや

ロープなどの原始的な道具を使い、防護具はほとんど

着けていないことがわかりました31。新型コロナでさ

らにリスクが大きくなったにもかかわらず、作業員の

多くはPPEを着けないほうがよいと考えています。た

とえPPEが支給されていたとしても、長靴や手袋が滑

りやすかったりするため、仕事には不向きで事故につ

ながりかねないからです。 

予防のために、くみ取り作業のあとに牛乳を飲んでい

る作業員もいます。臭気を吸い込んで体を悪くしても

牛乳で”治る”と信じてのことです。また、こうした状

況で働くなかで、ひどいにおいや怖さをお酒で紛らわ

す人もいます。くみ取り作業員は、社会に欠かせない

仕事をしていることを賞賛されるどころか、たいてい

は低い賃金で働いており、経済的な保護もありませ

ん。社会から疎外されたり差別を受けたりする人も多

く、なかには妻や子供にさえ自分の仕事のことを話し

ていないという人もいます。 

ジャック・カンボーさん（39歳）：トイレ設置職

人・くみ取り人 

ムソドゥグーに住むジャック・カンボーさんは、自営で

トイレ設置とくみ取りの仕事をしています。衛生作業の

仕事をはじめたのは、自分が暮らすコミュニティにくみ

取り人がいないと知ったからで、これは重要な仕事だと

ジャックさんは言います。「衛生設備は私たちを病気か

ら守ってくれます。この仕事はみんなから軽視されてい

ますが、ものすごく重要な仕事です」 

パンデミックの間、ジャックさんは仕事が途絶えていま

した。新型コロナの影響が人々の収入に波及し、くみ取

りサービスに支払う手立てを失った世帯が多かったから

です。ジャックさんはウイルス感染を恐れていました

が、自分の地域に感染者がいなくなったタイミングで仕

事を再開しました。 

ピット式トイレのくみ取り作業は、中に危ない物が隠れ

ているので危険です。「木片、瓶、ガラス、注射器、ナ

イフ、銃、弾丸など、ケガをしかねない危険な物だらけ

です」とジャックさんは言います。 

建設基準が守られていないトイレが多いので、くみ取り

人が落ちて溺れるという大きな危険もあります。昨年、

ジャックさんの親戚のひとりが亡くなりました。くみ取

りの仕事で入ったトイレの深さが2メートルだと思って

いたのに、実は4.5メートルもあったため、溺れてしまっ

たのです。 

モハメッド・デロワー・フセインさん（44歳）：腐

敗槽・下水道清掃人 

腐敗槽と下水道の清掃人をしている44歳のモハメッ

ド・デロワー・フセインさんは、既婚者で子供が4人い

ます。パンデミックで仕事を失いましたが、自営だった

ため政府から何の支援も受けられませんでした。現在は

どんなに危険な仕事でも、清掃の仕事があれば引き受け

て、何とか生活をやりくりしています。 

「自分のPPEを買えばいいのでしょうが、そんなお金は

ありません」と言うモハメッドさん。「人との距離を確

保することなんて無理です。狭い空間で、他の人たちと

くっつくような近さで働いているんですから」 

「私の仕事には危険がつきものです」とモハメッドさん

は言います。「下水道を掃除するとき、中の空気を逃が

さずに蓋を開けてしまったら死ぬこともあります。実

際、仲間のひとりがガス中毒で亡くなりました。下水道

に入ってガスにやられてしまったんです」 

普通、下水道の中では自分ひとりです。ガスを吸いすぎ

て気を失っても、助けてくれる人は誰もいません。中は

ただでさえ息苦しいのでマスクも着けられません」 

手作業で腐敗槽と下水道を掃除する清

掃人のモハメッド・デロワー・フセイン

さん（44歳）（バングラデシュ、ダッ

カ、ダルプール、2021年9月） 
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ブルキナファソ 
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インド 
道路清掃人のヴィシャル・ジーンワ

ルさん（26歳）（インド、ガーズィ

ヤーバード、ロニ、2021年9月） 

人口：1,380,004,352人
32  

衛生設備の状況：33 

45.9% – 安全に管理されたサービス 

25.4% – 基本的な衛生設備 

12.1% – 限定的なサービス  

1.7% – 改善されていない衛生設備 

14.9% – 野外排せつ 

排せつ物を手作業で取り除くトイ

レ清掃人のカムレッシュ・ターンクさ

ん（55歳）（インド、ガーズィヤー

バード、ロニ、2021年8月） 

13億人以上の人口を抱えるインドは、人々に衛生サー

ビスを提供し、それを維持していくことが大きな課題

となっています。近年は政府が衛生設備に重点を置い

た取り組みを進めており、排せつ物が安全に処理され

る衛生的なトイレを他の世帯と共用せずに使える人の

割合が、人口の45.9％34になりました。 

膨大な数のトイレの設置を進める「クリーン・イン

ド」キャンペーンを経て、政府は2019年、野外排せつ

がなくなったことを宣言しました。しかし、まだトイ

レの利用率が芳しくなく、今なお人口の14.9％が野外

排せつをおこなっています。 

新型コロナのパンデミックでは、推定500万人といわ

れるインドの衛生作業員35が注目を浴びるとともに、

その脆弱性の高さも浮き彫りになりました。2021年1

月、衛生作業員のマニッシュ・クマールさんがインド

初のコロナワクチン接種者となり36、ウイルスとの闘

いにおける衛生作業員の重要性を示すこととなりまし

たが、それ以外は現在に至るまで、衛生作業員の健

康、安全、幸福についてはいっさい検討されていませ

ん。 

2020年の4月から6月にかけて実施された最初のロック

ダウンの間にウォーターエイドがおこなった調査によ

ると、インタビューに応えた衛生作業員のうち、感染

した場合は隔離が必要なことを知っていた人は60％し

かおらず、40％は仕事場に手洗い設備がまったくない

と答えました37。 

India Development Reviewによる別の調査では、アッ

サム州、マディヤ・プラデシュ州、デリー、ムンバイ

の衛生作業員のうち、適切な清掃用具がない人、健康

保険に入っていない人、医療施設を利用したり新型コ

ロナの検査を受けたりできない人が90％以上いること

がわかりました38。また、中央政府のガイドラインに

反し、マスク、手袋、石けん、消毒剤など、新型コロ

ナ対策の指示や安全訓練などを受けていないと答えた

人が3分の2にのぼりました39。 

ウォーターエイドがインタビューした病院勤務の衛生

作業員のうち、安全に仕事をするために必要な防護服

一式が揃っている人はひとりもいないこともわかりま

した40。コロナ禍における衛生作業員の窮状はメディ

アで取り上げられ、本人の意に反して強制的に働かさ

れている衛生作業員たちの事例が紹介されましたが、

なかには消毒剤を飲んだり吸入したりするよう強要さ

れて、死に至ったケースまでありました41。 

こうしたリスクがあるとはいえ、コロナ禍で作業員た

ちが最も心配していたのは、家族を養えるかどうかと

いうことでした。ウォーターエイドの調査では、回答

者の5人に2人（44％）が、収入がなくなったために

日々の生活を送ることが難しいと答えました42。 
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マニュアルスカベンジング 

インド政府は1993年、乾式トイレ（水で流さないトイ

レ）や鉄道線路脇で排せつ物の収集・運搬を手作業で

おこなうマニュアルスカベンジングを禁止しました。

ところが2019年の調査では、マニュアルスカベンジン

グに携わっていると特定された人が5万4,000人以上に

のぼり、実際の人数はそれよりはるかに多いと推定さ

れています43。そうした人たちのほとんどは、インド

のカースト制度でダリットと呼ばれる最下層階級に属

し、この仕事を代々受け継いでいます。新型コロナの

パンデミックで生活が立ち行かなくなった人が多かっ

たのも、こうした非正規労働者の人たちで、ウォー

ターエイドの調査結果によると、回答者の4人に1人は

ロックダウン中に完全に失業状態でした44。 

マニュアルスカベンジングなどの衛生作業に従事する

人たちは、広くはびこる社会的・構造的差別に常日頃

からさらされており、教育、医療、社会保障、土地、

住居、仕事に対する公平な権利を奪われています。 

 



ヴィシャル・ジーンワルさん

（26歳）：道路清掃人 

地元の市場で道路清掃人をしている

ヴィシャル・ジーンワルさんは、下

水溝や道路の排せつ物、ゴミ、動物

の死骸などを掃除するのが仕事で

す。家族が代々マニュアルスカベン

ジングを生業としてきたヴィシャル

さんは、2018年にデリー大学を卒

業し、社会科学の学位も取得してい

るのに、ダリット 

というカーストに属しているた

め、社会的・構造的差別や偏見の

せいで他の仕事を続けることがで

きませんでした。 

今回のパンデミックでは２度にわ

たるロックダウン中に市場が閉鎖

され、ヴィシャルさんは仕事がな

くなって、とても苦労していま

す。インド首相の基金から1,000ル

ピー（約1,500円）をもらったもの

の、生活費のほとんどはわずかば

かりの貯えを切り崩して何とかし

のいでいます。 

学位を活かして事務職に就いたこ

ともありますが、自分のカースト

を雇用主に知られたとたん、職場

は耐えがたいほど苦痛な場所にな

りました。 

「私が水やお茶をいつ、どうやっ

て出したらいいか知らないと言っ

て、笑いものにされました」と話

すヴィシャルさんは、ひとつの職

場で何か月間も我慢しました。

「おまえみたいなやつは他の（衛

生作業員以外の）仕事をやっても

絶対に成功しないと言われまし

た。そのあと他の仕事もやりまし

たが、どれもうまくいきませんで

した。 

それで結局、自暴自棄になって、家

族が一生やり続けるのを見てきた仕

事――清掃の仕事に自分も戻ったん

です」 

けれども、ヴィシャルさんはまだあ

きらめてはいません。現在は週に3日

働きながら、公務員試験の勉強をし

ています。 

「夜、将来が不安で眠れないことが

あります」と言うヴィシャルさん。

「もし公務員の仕事に就けなかった

ら、死ぬまで道路を掃除し続けるの

かと思うと、怖くて眠れないんで

す」 

ヴィシャルさんは自分が属するコ

ミュニティの人たちを助けるため

に、支援ネットワークの立ち上げを

計画しています。「政府がマニュア

ルスカベンジングを根絶したと言う

のを聞くと、やりきれない気持ちに

なるんです」とヴィシャルさんは言

います。 

「私の母のように辞めた人もいます

が、政府が職業訓練のインフラを整

えたり、私たちが生計を立てられる

ように代わりの仕事を割り当てたり

していないから、多くの人がこの惨

めな仕事を続けているんです」 

排せつ物を手作

業で取り除くトイ

レ清掃人のカム

レッシュ・ターン

クさん（55歳）

（インド、ガー

ズィヤーバード、

ロニ、2021年8

月） 

 

道路清掃人のヴィシャル・ジーンワルさん（26歳）

（インド、ガーズィヤーバード、ロニ、2021年9月） 
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カムレッシュ・ターンクさん（55歳）：

トイレ清掃人 

デリー近郊で暮らすカムレッシュ・ターンク

さんは、これまで35年間、乾式トイレの掃除

をしたり、1軒ずつ家をまわってゴミを集める

仕事をしてきました。 

2度にわたるロックダウンの間、ゴミ収集の仕

事は途絶えたものの、マニュアルスカベンジ

ングは続けていました。 

あまりにも臭いので鼻と口は覆っていました

が、パンデミックになっても防護服を着たり

人との距離を保つことを気にしたりすること

はありませんでした。 

「カーストの高い人たちは私がそばに来るの

を嫌がります」とカムレッシュさんは言いま

す。「雇用主たちとは、元々対人距離を確保

しているようなものです」 

カムレッシュさんはこの仕事を結婚後にはじ

めました。「自分の親と暮らしていたとき

は、こんな仕事があることすら知りませんで 

 

した」と言うカムレッシュさん。 

「でも結婚してから義理の母に、自分はずっ

と夜の土（排せつ物）を集める仕事をしてい

るから、私も同じ仕事をしなきゃいけないと

言われたんです」 

インド政府はこの仕事をなくすと誓っている

ものの、カムレッシュさんは信用しておら

ず、「この界隈で同じ仕事をしている人をた

くさん知っています」と言います。 

「8年ほど前、乾式トイレの数がどれぐらい

あって、その清掃に雇われている人がどれぐ

らいいるかを調べる調査に参加したんです。

私はカッチャカーム（マニュアルスカベンジ

ングの作業）をしている場所と方法をちゃん

と見せました。 

でも、そのあとどうなったかと言うと、たく

さんの人が仕事を失って、政府からは何の支

援もありません。私みたいな人たちのため

に、政府が職業訓練プログラムをはじめてく

れたらいいのにと思います。そうなったら、

私も参加すると思います」 
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ナイジェリアでは、まだ人口の57％（1億1,700万人

以上）が基本的な衛生設備を利用できず、3,800万人

以上が野外排せつをしています47。ナイジェリアはア

フリカで最も人口の多い国であり、急激な人口増加と

都市化に直面しています。 

2018年、ナイジェリア政府は水・衛生の緊急事態宣

言を発令。2030年までにすべての人々が持続可能で

安全に管理された水・衛生サービスを利用できるよう

にすることを目指し、国家行動計画の実施に乗り出し

ました。この5年で基本的な衛生サービスの利用率は

上昇したものの、改善の進み具合は決して十分とは言

えません。 

ウォーターエイドがカノ市で実施した調査では、衛生

作業員の75％がPPEをまったく使用していないこと

がわかりました48。2020年3月から9月の全国的なロッ

クダウン中、衛生作業員は仕事に行かないよう明確に

指示されたわけではありませんが、自由に動き回って

仕事をすることは制限されていました。 

人口：206,139,600人45 

衛生設備の状況：46 

30.5% –安全に管理されたサービス 

12.2% – 基本的な衛生設備  

19.5% – 限定的なサービス  

19.1% – 改善されていない衛生設備 

18.7% – 野外排せつ 

排せつ物運搬人のオーワル・ラビ

ウさん（34歳）（ナイジェリア、カノ

州、コファーダワナウ、2021年9月） 

オーワル・ラビウさん（34歳）：排せつ物運搬人 

オーワル・ラビウさんはカノ州のコファーダワナウから

排せつ物を搬出する仕事をしています。既婚者で子供は2

人、衛生作業員になって16年です。この仕事は父親から

引き継ぎ、現在は地元の衛生作業員組合の理事長を務め

ています。 

仕事でいちばん大変なのは、交通警察官からいやがらせ

を受けたり、顧客から支払いを拒否されたりすることだ

そうですが、自分と同僚たちは危険まで負っていると

オーワルさんは言います。「割れた瓶を踏んで、足を

ざっくり切ってしまったことがあります」 

オーワルさんの知り合いで、仕事中に命を落とした人た

ちもいます。「数年前、ある作業員がピットに入ろうと

して亡くなりました。誰かが落としたお金と携帯電話を

回収する仕事を引き受けたんですが、途中まで入ったと

ころで、ガスで窒息してしまったんです」 

オーワルさんは防護服もPPEも買うお金がないため、何

も着けていません。そのかわり、排せつ物に灯油をかけ

てにおいをごまかし、信仰に頼って神様が守ってくれる

ことを願っています。パンデミック中は自分でマスクを

買いましたが、雇用主から新型コロナ対策の訓練や支援

は何も受けていません。 

パンデミックの第1波の間は仕事に行けなかったため、収

入が大幅に減って、家族を養うために借金しなくてはな

りませんでした。 

イリヤス・アッバスさん（50歳）：ピット式トイ

レ・腐敗槽くみ取り作業員 

イリヤス・アッバスさんは、ピット式トイレと腐敗槽

のくみ取り作業員として雇われて28年になります。こ

の仕事に加えて農作業もしていますが、今回のパンデ

ミックで収入が激減し、2人の妻と8人の子供を養うの

が難しくなったと言います。 

イリヤスさんは排せつ物を手作業でくみ取る際に、ド

ラム缶、バケツ、穴掘り具、ショベル、ロープ、泥す

くい容器を使っています。新型コロナ感染防止のため

にPPEを支給されたり、訓練を受けたりといったこと

はいっさいなく、ワクチンはどこで受けられるのかも

わからないそうです。 

「PPEは何も使っていません。身につけているのは普

通の作業着だけです。PPEを使っていようがいまい

が、神様がわれわれを守ってくださいます。仕事で怖

いのは、いやがらせ、けが、手足や命を失うことで

す」と言うイリヤスさん。 

これまでにピットの中で、割れた瓶や針のようなもの

で何度か切り傷を負ったことがあり、けがも度々して

いると言います。 

「2年ほど前、夜にピットのくみ取り作業をしている

ときに、トイレの建物が壊れてコンクリートのブロッ

クが頭の上に落ちてきたんです」 

ピット式トイレ・腐敗槽くみ取り作業員のイリヤ

ス・アッバスさん（50歳）（ナイジェリア、カノ州、

2021年9月） 
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ナイジェリア 

 



人口：220,892,330人49  

衛生設備の状況：50 

68.4% – 基本的な衛生設備 

10.5% – 限定的なサービス 

13.8% – 改善されていない 

衛生設備 

7.3% – 野外排せつ 

各国レポート 各国レポート 
 

タンザニア 
トイレのくみ取り人・排せつ物の

運搬人のジュリアス・チセンゴさん

（53歳）（タンザニア、ダルエスサ

ラーム、キガンボニ、2021年3月） 

世界で5番目に人口が多いパキスタ

ンでは、2,170万人が清潔な水を利

用できない生活を送っています。3

人に1人は適切なトイレを使えず、

1,600万人は今でも野外排せつをお

こなっています51。 

パキスタンは、衛生設備のアクセ

ス改善については大きな進歩を遂

げているものの、衛生作業はいま

だに低賃金で社会的地位も低く、

カーストや宗教にもとづく差別と

切り離せない仕事です。この仕事

をしているのは主にヒンドゥー教

のダリットというカーストに属し

ていた人々の子孫ですが、こうし

た人たちの家族はほとんどが何世

代も前にキリスト教など他の宗教

に改宗しています。 

現在、パキスタンの衛生作業員が

国民全体に占める割合はわずか

2％ですが、その80％がキリスト

教徒です。 

衛生作業員の多くは新型コロナの

パンデミックの間、賃金の割増も

適切なPPEもないまま、仕事を失

うことを恐れてずっと働き続けて

いました。 

衛生作業員のなかには、政府が開

設した隔離センターの最前線で働

き、新型コロナ患者と接する人も

大勢いましたが、感染患者に対応

する医療従事者に割増手当が支給

される一方で、衛生作業員にはそ

の支給はありませんでした。 

ウォーターエイドの調査による

と、パンデミック中に困窮者向け

の社会保障の支援を受けられた人

は回答者の半数しかおらず52、生

活費をまかなうのが難しいと応え

た人の数も同じでした53。 

タンザニアでは、少なくとも基本

的な衛生設備は使えるという人の

割合が31％しかなく、10％はまだ

野外排せつが当たり前の状況です
56。各市町では急速に都市化が進

んでおり、それが水・衛生サービ

スを提供する上で大きな足かせと

なっています。 

ダルエスサラーム市の約70％は都

市計画がないまま自然発生的にで

きた居住区で、こうしたコミュニ

ティは水・衛生サービスへのアク

セスが乏しいのが普通です。市内

の衛生設備で下水システムにつな

がっているのは10％ほどしかあり

ません。つまり、市民の大多数

は、ピットのくみ取りが必要なオ

ンサイト衛生システムを使用して

いることになります。 

安全に管理されている排せつ物は

全体の約43％にすぎず、残りの

57％は、くみ取りや運搬、処理が

ずさんなため、生活環境の中に残

されたままとなっています57。こう

した作業は往々にして、適切な防

護具を着けずに手作業でおこなわ

れています。 

ウォーターエイドが実施した調査

の回答者たちは、仕事のせいで下

痢、皮膚のかゆみ、けが、呼吸困

難を患っていると答えています58。

パンデミック中、衛生作業員は

エッセンシャルワーカーとはみな

されず、支援や保護もいっさいあ

りませんでした。 

人口：59,734,216人54 

衛生設備の状況：55 

26.3% – 安全に管理されたサービス 

5.4% – 基本的な衛生設備 

18.7% – 限定的なサービス 

38.7% – 改善されていない衛生設備 

10.9% – 野外排せつ 

ジュリアス・チセンゴさん（53

歳）：くみ取り・運搬人 

ジュリアス・チセンゴさんはこれま

で18年間、ダルエスサラーム市のキ

ガンボニ地区で、ピット式トイレの

くみ取り作業をしてきました。地元

の会社に雇われており、“ガルパー”

という手動のハンドポンプを使っ

て、トイレピットから排せつ物を容

器に吸い上げる作業をしています。

排せつ物はそのあと運搬・処理さ

れ、副製品として農業用肥料が作ら

れます。 

今回のパンデミック中、賃金の割増

や資金援助はいっさいなく、自分の

仕事について講演する予定だった職

業訓練ワークショップも軒並みキャ

ンセルになったため、収入が減って

しまいました。新型コロナのワクチ

ンは接種したものの、ソーシャル

ディスタンスを維持するのは難しい

と言います。 

手洗い設備の場所が限られているた

め、仕事場で手が洗えるように、

ジュリアスさんは自分で“ティッピー

タップ”（ハンズフリーで容器から水

が出る簡易な装置）設置しました。 

「この仕事のときはいつも手を洗っ

ています。だからまだ生きていられ

るんだと思います」とジュリアスさ

んは言います。 

仕事で足の骨を折ったことのある

ジュリアスさんは、自分の仕事が危

険だということもわかっています。

雇用主からは防護服を、長靴、作業

着、マスク、手袋、ヘルメットなど

も含めて支給されていますが、牛乳

も臭気の悪影響を消してくれると信

じて飲んでいます。くみ取り作業を

おこなうピット式トイレは古いもの

が多く、泥や砂やごみでいっぱいに

なっていると、作業がとても大変で

す。 

くみ取り作業でも、都市計画がない

ことが大きな問題になっています。

区画によってはバキュームカーが入

れないため、バイクで装備を牽引し

て行かないといけないからです。

ジュリアスさんは、衛生システムが

もっと安全なものになるように、イ

ンフラや職業訓練が整って、トイレ

の建設基準も改善されることを願っ

ています。 
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タスリム・マイさん（50）：清

掃員 

タスリム・マイさんは12人家族を

養いながら、これまで25年間、清

掃員として働いてきました。この

仕事に就いたのは、仕事の口が他

に何もなかったからです。 

感染や事故の危険があるにもかか

わらず、タスリムさんが何らかの

防護具を支給されたり、使ったり

することはほとんどありません。 

自分の仕事が社会にとって重要だ

ということはわかっていても、タ

スリムさんは「私たち（清掃員）

は常に（仕事をすることで）自分

の尊厳と心身の健康をないがしろ

にしているんです」と言います。 

「私たちは絶対に必要な仕事をし

ていて社会に欠かせない存在なの

に、残業代もなければ休みもない

し、パンデミックであろうとなか

ろうと健康診断や検査もありませ

ん」 

パキスタン 

衛生作業員のタスリム・マイさん

（50歳）（パキスタン、パンジャブ州、

ムザファルガル、2021年9月） 
 

 



ウォーターエイドの

支援活動 

ウォーターエイドは、世界保健機関（WHO）、国際労

働機関（ILO）、オランダ開発機構（SNV）、世界銀行

とともに、世界中の衛生作業員に対する認識の向上と

支援の強化に取り組んでいます。 

その成果として、現在は衛生作業員の権利や労働条件

が、主な国際イベントや国連の会議で話し合われ、衛

生作業員の代表者や活動家もその場で要求を述べられ

るようになっています。 

さらに、衛生作業員が抱える問題の対策について理解

を深めるために、以前より多くの調査が実施されるよ

うになりました。ウォーターエイドもさまざまな国

で、この知られざる労働者たちの権利を国や地方自治

体が認め、保護するように、率先してアドボカシー活

動を展開しています。 

ネパールでは今回のパンデミック中、最前線で働く多

くの衛生作業員が、自分の健康を危険にさらしてコ

ミュニティを清潔に保っていたにもかかわらず、PPE

を支給されることもなく、適切な訓練も受けていませ

んでした。 

ウォーターエイド・ネパールは、衛生作業員用PPEの

要件に関するポリシー概要をまとめるとともに、衛生

作業員が安全に保護された状態で人々の命を守る仕事

を続けられるように、パートナー団体のGuthiと共同

で一部の作業員にPPEキットを配布しました。 

衛生作業員が正当に評価されず、多くの人が社会から

疎外されたり、政策決定者から無視されたりしている

ことは、極めて大きな問題です。 

ウォーターエイド・インドは、地域レベルと国レベル

でアドボカシー活動における存在感を発揮し続けてお

り、2021年にはハイレベル諮問グループに参加して、

オディシャ州の衛生作業員を保護するポリシーの策

定・実施に関わりました。オディシャ州でウォーター

エイドが中心になって策定された「ガリマ計画」は、

できる限り下水道や腐敗槽の清掃から手作業を減ら

し、最終的には衛生作業員がしかるべき敬意をもって

扱われるようにすることを目指すものです。 

また、ウォーターエイド・インドはEUの支援を受け

て、マニュアルスカベンジングに従事する女性たちの

窮状を明らかにするプロジェクトにも取り組んでお

り、このプロジェクトでは労働者の権利と自由を守る

ために、どのように法制度を改善すればよいかを重点

的に検討しています。 

マニュアルスカベンジングは1993年に禁止されたもの

の、「インドにおけるマニュアルスカベンジャーの権

利と自由を促進するための法の支配の強化」と題して

ウォーターエイド・インドとパートナーが実施した3年

計画のプロジェクトでは、マニュアルスカベンジング

に従事する女性の28％が現在も乾式トイレを清掃して

排せつ物に直接触れている実情が、収集されたエビデ

ンスから明らかになりました59。 

トイレのくみ取り人・排せつ物の運搬人のジュリアス・

チセンゴさん（53歳）（タンザニア、ダルエスサラーム、

キガンボニ、2021年3月） 

ウォーターエイド・ブルキナファソも、コミュニティ

で働く医療従事者1,200人、れんが職人1,300人、手作

業でピット式トイレのくみ取りをする作業員36人の採

用、訓練、装備を支援するプロジェクトを実施。3地方

600村で実施されたこのプロジェクトは、衛生サービ

スへの持続可能なアクセス確保、地元の労働力向上、

地方自治体の強化を目的としています。 

ウォーターエイド・ナイジェリアは4つの主要都市で衛

生に関する調査を実施し、複数の州で排せつ物管理の

危機対策フレームワークの策定に関わっています。カ

ノ州では、市全体で衛生作業員の実態評価をおこない

ました。その結果わかったことをサービスチェーン全

体の改善に活かし、社会から疎外されているこの人々

の権利を守り、労働条件を改善しようとしています。 

ウォーターエイド・パキスタンは、衛生作業員の労働

安全衛生を向上させ、衛生作業員が属するコミュニ

ティの水・衛生サービスのアクセス改善を図るため、

その方法を検討するプロジェクトをムザファルガル県

で実施しました。プロジェクトチームは政府と協力

し、衛生作業員のなかでも特に、PPEをいっさい着け

ずに働いている人が多いことがわかっている下水道

清掃作業員を対象として、使用する防護具の見直しと

更新をおこないました。また、衛生作業員や地元の人

たちに清潔な飲料水を供給できるように、現地企業に

対する支援と訓練も実施しました。 

ウォーターエイド・タンザニアは排せつ物管理に関す

る調査を実施するとともに、ダルエスサラームで衛生

作業員に防護服を買う資金の融資をおこないました。

また、健康と安全に関する訓練やPPE、ピット式トイ

レくみ取り用ハンドポンプの“ガルパー”といった装置

も提供しました。 

ダルエスサラーム、ドドマ、アルーシャでは緊急ニー

ズ評価も実施し、衛生作業員の権利と要求を守るポリ

シーとガイドラインの必要性を明確にしつつ、衛生作

業を正規の仕事として既存の衛生管理システムに組み

込む方法を検討しています。 

ウォーターエイド・バングラデシュは衛生作業員の権

利を実現するために、政府や主要パートナーと積極的

に協力しています。直近の活動としては、衛生作業員

が新型コロナのワクチンを優先的に接種できるよう支

援をおこないました。廃棄物作業員や衛生作業員が対

象者から漏れないように、排せつ物管理ネットワーク

と連携して主要な場所に受付所を設置。移動受付所や

フォローアップも展開して確実にワクチンを接種でき

るようにしました。 

ウォーターエイド・バングラデシュは積極的に政府や

主要パートナー、衛生作業員の代表者と協力しなが

ら、衛生作業員の権利の実現に向けて取り組みを続け

ています。 

道路清掃人のヴィシャル・ジーンワル

さん（26歳）（インド、ガーズィヤー

バード、ロニ、2021年9月） 
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